
品番:58664
JAN:4571140747064

バスチェア

Ｗ34/Ｄ24/Ｈ25.5

本体価格￥10,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:58662 JAN:4571140747040

ボウル φ25/Ｈ7 容量約1.5ℓ

本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:58661 JAN:4571140747033

手おけ

Ｗ29/Ｄ17/Ｈ7.5

容量約800ml

本体価格￥3,400 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:58659 JAN:4571140747019

ソープディッシュ

Ｗ17/Ｄ10/Ｈ3.5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数48

2022年09月01日カタログ№58-01
原 産 国：台湾

材 質：メタクリル樹脂
耐熱温度：60℃

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:58740 JAN:4580135300900

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ26/Ｄ13.5/Ｈ6

本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:58660
JAN:4571140747026

ディスペンサースタンド

Ｗ37/Ｄ15.5/Ｈ7

本体価格￥3,300 ｶｰﾄﾝ入数12

※ソープディッシュとディスペンサー

スタンドは合わせてご使用頂けます。

品番:58796
JAN:4580135313733

バスチェア Ｌ

Ｗ37/Ｄ25.5/Ｈ30

本体価格￥13,800 ｶｰﾄﾝ入数2

品番:58794 JAN:4580135313719

深型ボウル φ26.5/Ｈ9 容量約2.5ℓ

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数24



品番:58670
JAN:4571140747125

バスチェア

Ｗ34/Ｄ24/Ｈ25.5

本体価格￥10,800 ｶｰﾄﾝ入数4

品番:58668 JAN:4571140747101

ボウル φ25/Ｈ7 容量約1.5ℓ

本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:58666
JAN:4571140747088

ディスペンサースタンド

Ｗ37/Ｄ15.5/Ｈ7

本体価格￥3,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番:58667 JAN:4571140747095

手おけ

Ｗ29/Ｄ17/Ｈ7.5

容量約800ml

本体価格￥3,400 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:58665 JAN:4571140747071

ソープディッシュ

Ｗ17/Ｄ10/Ｈ3.5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:58741 JAN:4580135300917

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ26/Ｄ13.5/Ｈ6

本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数24

2022年09月01日カタログ№58-02

原 産 国：台湾

材 質：メタクリル樹脂

耐熱温度：60℃

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:58797
JAN:4580135313740

バスチェア Ｌ

Ｗ37/Ｄ25.5/Ｈ30

本体価格￥13,800 ｶｰﾄﾝ入数2

品番:58795 JAN:4580135313726

深型ボウル φ26.5/Ｈ9 容量約2.5ℓ

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数24

※ソープディッシュとディスペンサー

スタンドは合わせてご使用頂けます。



品番:58768 JAN:4580135305813

深型ボウル φ26.5/Ｈ9 容量約2.5ℓ

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:58767 JAN:4580135305806

ボウル φ25/Ｈ7 容量約1.5ℓ

本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:58765 JAN:4580135305783

ディスペンサースタンド

Ｗ37/Ｄ15.5/Ｈ7

本体価格￥3,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番:58766 JAN:4580135305790

手おけ

Ｗ29/Ｄ17/Ｈ7.5

容量約800ml

本体価格￥3,400 ｶｰﾄﾝ入数24

2022年09月01日カタログ№58-03

原 産 国：台湾

材 質：メタクリル樹脂

耐熱温度：60℃

※ソープディッシュとディスペンサー
スタンドは合わせてご使用頂けます。

品番:58769
JAN:4580135305820

バスチェア Ｓ

Ｗ34/Ｄ24/Ｈ25.5

本体価格￥10,800 ｶｰﾄﾝ入数4 ※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:58764 JAN:4580135305776

ソープディッシュ

Ｗ17/Ｄ10/Ｈ3.5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:58771 JAN:4580135305844

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ26/Ｄ13.5/Ｈ6

本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：58475
JAN：4562133569732

ディスプレイラック

Ｗ12/Ｄ12/Ｈ9
本体価格￥680 ｶｰﾄﾝ入数24
出荷単位：3個以上



品番:58776 JAN:4580135305899

深型ボウル φ26.5/Ｈ9 容量約2.5ℓ

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:58775 JAN:4580135305882

ボウル φ25/Ｈ7 容量約1.5ℓ

本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:58773 JAN:4580135305868

ディスペンサースタンド

Ｗ37/Ｄ15.5/Ｈ7

本体価格￥3,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番:58774 JAN:4580135305875

手おけ

Ｗ29/Ｄ17/Ｈ7.5

容量約800ml

本体価格￥3,400 ｶｰﾄﾝ入数24

2022年09月01日カタログ№58-04
原 産 国：台湾

材 質：メタクリル樹脂
耐熱温度：60℃

※ソープディッシュとディスペンサー

スタンドは合わせてご使用頂けます。

品番:58778
JAN:4580135305912

バスチェア Ｌ
Ｗ37/Ｄ25.5/Ｈ30

本体価格￥13,800
ｶｰﾄﾝ入数2

品番:58777
JAN:4580135305905

バスチェア Ｓ

Ｗ34/Ｄ24/Ｈ25.5

本体価格￥10,800 ｶｰﾄﾝ入数4

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:58772 JAN:4580135305851

ソープディッシュ

Ｗ17/Ｄ10/Ｈ3.5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:58779 JAN:4580135305929

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ26/Ｄ13.5/Ｈ6

本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数24



品番:58760 JAN:4580135305738

深型ボウル φ26.5/Ｈ9 容量約2.5ℓ

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:58759 JAN:4580135305721

ボウル φ25/Ｈ7 容量約1.5ℓ

本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:58757 JAN:4580135305707

ディスペンサースタンド

Ｗ37/Ｄ15.5/Ｈ7

本体価格￥3,300 ｶｰﾄﾝ入数12

品番:58758 JAN:4580135305714

手おけ

Ｗ29/Ｄ17/Ｈ7.5

容量約800ml

本体価格￥3,400 ｶｰﾄﾝ入数24

2022年09月01日カタログ№58-05

原 産 国：台湾

材 質：メタクリル樹脂

耐熱温度：60℃

※ソープディッシュとディスペンサー

スタンドは合わせてご使用頂けます。

品番:58762
JAN:4580135305752

バスチェア Ｌ

Ｗ37/Ｄ25.5/Ｈ30

本体価格￥13,800 ｶｰﾄﾝ入数2

品番:58761
JAN:4580135305745

バスチェア Ｓ

Ｗ34/Ｄ24/Ｈ25.5

本体価格￥10,800 ｶｰﾄﾝ入数4

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:58756 JAN:4580135305691

ソープディッシュ

Ｗ17/Ｄ10/Ｈ3.5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:58763 JAN:4580135305769

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ26/Ｄ13.5/Ｈ6

本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数24



2022年09月01日カタログ№58-06
原 産 国：中国
材 質：メタクリル樹脂

パラフィンオイル
耐熱温度：60℃

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：58719
JAN:4580135300030

ソープディッシュ

Ｗ13.5/Ｄ9.5/Ｈ3.5
本体価格￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：58725 JAN:4580135300092
ソープディスペンサー

Ｗ11/Ｄ7/Ｈ15.5

容量約370ml
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：58734
JAN:4580135300184

ダストＢＯＸ

Ｗ19/Ｄ19.5/Ｈ33.5
容量5ℓ
本体価格￥3,400 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：58728
JAN:4580135300122

トイレブラシセット
スタンド：φ12/Ｈ9
ブラシ：φ7/Ｌ33
本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58731
JAN:4580135300153

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ24.5/Ｄ15/Ｈ8.5
本体価格￥2,700 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58716 JAN:4580135300009
両面スタンドミラー(等倍＆拡大1.5倍)

Ｗ18.5/Ｄ10/Ｈ23
本体価格￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58780 JAN:4580135306506
時計

Ｗ11/Ｄ5/Ｈ15 単三電池×1(別売)
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：58792
JAN:4580135311449

フリースタンド
(歯ブラシ立て等に)

Ｗ11/Ｄ8/Ｈ10
本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数24



品番：58726 JAN:4580135300108
ソープディスペンサー

Ｗ11/Ｄ7/Ｈ15.5

容量約370ml
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：58720
JAN:4580135300047

ソープディッシュ

Ｗ13.5/Ｄ9.5/Ｈ3.5
本体価格￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数48

2022年09月01日カタログ№58-07
原 産 国：中国
材 質：メタクリル樹脂

パラフィンオイル
耐熱温度：60℃

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：58735
JAN:4580135300191

ダストＢＯＸ

Ｗ19/Ｄ19.5/Ｈ33.5

容量5ℓ
本体価格￥3,400 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：58729
JAN:4580135300139

トイレブラシセット
スタンド：φ12/Ｈ9
ブラシ：φ7/Ｌ33
本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58732
JAN:4580135300160

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ24.5/Ｄ15/Ｈ8.5

本体価格￥2,700 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58717
JAN:4580135300016

両面スタンドミラー(等倍＆拡大1.5倍)

Ｗ18.5/Ｄ10/Ｈ23
本体価格￥1,700 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58781 JAN:4580135306513
時計

Ｗ11/Ｄ5/Ｈ15 単三電池×1(別売)
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：58793
JAN:4580135311456

フリースタンド
(歯ブラシ立て等に)

Ｗ11/Ｄ8/Ｈ10
本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数24



品番：58755
JAN:4580135303918

ダストＢＯＸ

Ｗ19/Ｄ19.5/Ｈ33.5

容量5ℓ
本体価格￥3,000 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：58753 JAN:4580135303895

トイレブラシセット
スタンド：Ｗ12/Ｄ12/Ｈ10.5
ブラシ：φ7/Ｌ33
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58751 JAN:4580135303871
両面スタンドミラー
(等倍＆拡大1.5倍)

Ｗ18.5/Ｄ10/Ｈ23
本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58749 JAN:4580135303857

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ24.5/Ｄ15/Ｈ8.5

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58745
JAN:4580135303819

フリースタンド
(歯ブラシ立て等に)

Ｗ11/Ｄ8/Ｈ10
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：58747 JAN:4580135303833

ソープディスペンサー

Ｗ11/Ｄ7/Ｈ15.5 容量約370ml
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：58743
JAN:4580135303796

ソープディッシュ

Ｗ13.5/Ｄ9.5/Ｈ3.5
本体価格￥950 ｶｰﾄﾝ入数48

2022年09月01日カタログ№58-08
原 産 国：中国
材 質：メタクリル樹脂

パラフィンオイル
耐熱温度：60℃

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：58783 JAN:4580135306537

時計

Ｗ11/Ｄ5/Ｈ15 単三電池×1(別売)
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数48



品番：58790
JAN:4580135308180

ダストＢＯＸ

Ｗ19/Ｄ19.5/Ｈ33.5

容量5ℓ
本体価格￥3,000 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：58789 JAN:4580135308173

トイレブラシセット
スタンド：Ｗ12/Ｄ12/Ｈ10.5
ブラシ：φ7/Ｌ33
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58788 JAN:4580135308166
両面スタンドミラー
(等倍＆拡大1.5倍)

Ｗ18.5/Ｄ10/Ｈ23
本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58787
JAN:4580135308159

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ24.5/Ｄ15/Ｈ8.5

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58785
JAN:4580135308135

フリースタンド
(歯ブラシ立て等に)

Ｗ11/Ｄ8/Ｈ10
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：58784
JAN:4580135308128

ソープディッシュ

Ｗ13.5/Ｄ9.5/Ｈ3.5
本体価格￥950 ｶｰﾄﾝ入数48

2022年09月01日カタログ№58-09
原 産 国：中国
材 質：メタクリル樹脂

パラフィンオイル
耐熱温度：60℃

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：58791 JAN:4580135308197

時計

Ｗ11/Ｄ5/Ｈ15 単三電池×1(別売)
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：58786 JAN:4580135308142

ソープディスペンサー

Ｗ11/Ｄ7/Ｈ15.5 容量約370ml
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数36



品番：58804
JAN:4580135313818
ダストＢＯＸ
Ｗ19/Ｄ19.5/Ｈ33.5

容量5ℓ
本体価格￥3,000 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：58803 JAN:4580135313801

トイレブラシセット
スタンド：Ｗ12/Ｄ12/Ｈ10.5
ブラシ：φ7/Ｌ33
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58802 JAN:4580135313795
両面スタンドミラー
(等倍＆拡大1.5倍)

Ｗ18.5/Ｄ10/Ｈ23
本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58801
JAN:4580135313788

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ24.5/Ｄ15/Ｈ8.5

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58799
JAN:4580135313764
フリースタンド
(歯ブラシ立て等に)

Ｗ11/Ｄ8/Ｈ10
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：58800 JAN:4580135313771

ソープディスペンサー
Ｗ11/Ｄ7/Ｈ15.5 容量約370ml
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数36

品番：58798
JAN:4580135313757
ソープディッシュ
Ｗ13.5/Ｄ9.5/Ｈ3.5
本体価格￥950 ｶｰﾄﾝ入数48

2022年09月01日カタログ№58-10
原 産 国：中国
材 質：メタクリル樹脂

パラフィンオイル
耐熱温度：60℃

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：58805 JAN:4580135313825

時計

Ｗ11/Ｄ5/Ｈ15 単三電池×1(別売)
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数48



品番：58754
JAN:4580135303901

ダストＢＯＸ

Ｗ19/Ｄ19.5/Ｈ33.5

容量5ℓ
本体価格￥3,000 ｶｰﾄﾝ入数8

品番：58752 JAN:4580135303888

トイレブラシセット
スタンド：Ｗ12/Ｄ12/Ｈ10.5
ブラシ：φ7/Ｌ33
本体価格￥2,000 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58748 JAN:4580135303840

ティッシュＢＯＸケース

Ｗ24.5/Ｄ15/Ｈ8.5

本体価格￥2,500 ｶｰﾄﾝ入数12

品番：58750 JAN:4580135303864
両面スタンドミラー
(等倍＆拡大1.5倍)

Ｗ18.5/Ｄ10/Ｈ23
本体価格￥1,600 ｶｰﾄﾝ入数12

2022年09月01日カタログ№58-11
原 産 国：中国
材 質：メタクリル樹脂

パラフィンオイル
耐熱温度：60℃

品番：58742
JAN:4580135303789

ソープディッシュ

Ｗ13.5/Ｄ9.5/Ｈ3.5
本体価格￥950 ｶｰﾄﾝ入数48

品番：58744
JAN:4580135303802

フリースタンド
(歯ブラシ立て等に)

Ｗ11/Ｄ8/Ｈ10
本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数24

品番：58746 JAN:4580135303826

ソープディスペンサー

Ｗ11/Ｄ7/Ｈ15.5 容量約370ml
本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数36

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：58782 JAN:4580135306520

時計

Ｗ11/Ｄ5/Ｈ15 単三電池×1(別売)
本体価格￥2,100 ｶｰﾄﾝ入数48


